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■夏休み親子マジック教室
■時 ８月９日�午前９時３０分～正午
■対 小学生以下の子とその保護者
■定 ２０組（先着順）
■申 ７月２２日�午前９時から同館へ

■手づくり絵本教室
■時 ８月２５日�午前９時３０分～正午
■対 小学生以下（幼児は保護者同伴）
■定 ３０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 ８月１日�午前９時から同館へ
（電話不可）

■おはなしレストラン「こわ～い！
おはなし会」
■時 ８月１８日�午後３時
■対 小学生以上

３日�・１０日�・１７日�・２４日�・
２８日�・３１日�

�������
��������������������

中央図書館の携帯用
ホームページへ��

教室

中央図書館（�〈７６〉６１１１）

８月の休館日

■場 ■問 同クラブハウス（�〈９２〉７１１２）
■他 入園料別途。都合により変更する場
合があります。詳細はお問い合わせ
ください。
手作りアイスクリーム教室　　　　　
■時 ８月１日�～３１日�午前１０時３０分か
ら（休園日を除く）
■定 各６０人（先着順）
■￥ ５００円
■申 当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ
ジェルキャンドル作り教室　　　　　
■時 ８月１日�・２日�午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ １２００円から
木工ペイント教室　　　　　　　　　
■時 ８月８日�・９日�午前１０時から
■定 各１００人（当日先着順）
■￥ ５００円から
安城高校生徒が講師のお菓子作り教室
■時 ８月９日�午前１０時
■内 米粉を使ったいちじくのパウンドケ
ーキ作り
■定 １６組（２人以上でご参加ください）
■￥ ５００円
■申 ７月２０日�午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ
フォトマスターＥＸ写真講座　　　　
■時 ８月１４日�・２８日�午前１０時（全２
回）
■定 ２０人（先着順）
■￥ ２０００円
■講 鶴田 郁  夫 氏

いく お

■申 ７月２０日�午前９時３０分より同クラ
ブハウスへ

デンパーククラブハウスの
教室・講座

▼
▼

おはなし会

７月２２日�
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（２～５歳）

７月２５日�
午前１１時

大人のための絵本朗読
会（一般）

７月３０日�
午前１０時３０分

絵本好き集まれ！
－おすすめ絵本紹介－

８月１日�
午後３時

おはなしレストラン
（小学生以上）

８月４日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

８月６日�
午前１０時３０分

おはなしゆりかご
（０～２歳）

８月１２日�
午前１０時３０分

おはなしたまてばこ
（２～５歳）

８月１６日�
午後２時

かみしばいの会
（幼児～小学校低学年）

８月１８日�
午前１０時３０分

えほんとわらべうたの
会（０～２歳）

８月２０日�
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～４歳）

お知らせ

■時 ８月４日�～７日�・１１日�～１５日
�・１８日�～２１日�・２５日�～２９日
�いずれも午後１時～４時（受け付
けは午後２時まで）
■場 ■問 埋蔵文化財センター（�〈７７〉４４９０）

土器づくり教室 ▼

■時 ８月２２日�午前１０時～正午
　※雨天の場合は８月２３日�に順延。
■内 和太鼓演奏、魚つり、ふうせんつり
ゲーム、手品、バザーなど
■他 駐車場は丈山小学校校庭を利用して
ください。（送迎バスあり）
■場 ■問 サルビア学園（�〈９２〉２６６１）

サルビアまつり ▼

■対 ■時 ■場 乳幼児 ▼４日�・１８日��南部
公民館、５日�・１９日��東部公民
館、６日�・２０日��安祥公民館、
７日�・２１日��高棚町公民館いず
れも午前１０時～１１時
乳幼児・小学生イベント ▼２５日��
南部公民館、２７日��安祥公民館、
２８日��東部公民館、高棚町公民館
いずれも午前１０時２０分～１１時

■問 子ども課子育て支援係（�〈７１〉２２２９）

８月の移動児童館 ▼

■場 ■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）
「マーメイドちゃん」イラスト募集　　
　所定の用紙にマーメイドちゃんの似
顔絵を書いて来場し
た人へ、プール無料
招待券をプレゼント。
■時 用紙配布�７月１８
日�～３１日�、受
け付け�８月１日
�～３１日�
　※用紙がなくなり次第終了。
■対 小学生以下
■他 応募は１人１枚。描かれた絵は返却
しません。
オープン１０周年記念イベント　　　　
■時 ７月２２日�～２４日�
■内 ２２日��午後２時から、利用者先着
１００人にミニ観葉植物をプレゼント
　２３日��利用者先着２００人にオリジ
ナル記念品をプレゼント
　２４日��①午前１１時と午後２時にビ
ンゴ大会開催（各回先着１００人）
　※開始１０分前にビンゴカードを配布。
　②利用者全員に次回使えるマーメイ
ドパレス無料招待券をプレゼント

Challengers in August　　　　　
■時 ８月４日�・１１日�・１８日�・２５日
�いずれも午後７時～８時（全４回）
■内 アクアビクス・水中ウオーキング
■対 １５歳以上の男女（中学生は不可）
■定 ４０人（１歳～未就学児の託児付き先
着１０人）
■￥ ２５００円
■申 ７月２１日�午前１０時からマーメイド
パレスへ

マーメイドパレスの
催し・講座

▼
▼

■時 ８月２６日�午前９時３０分～午後１時
■場 市保健センター
■内 親子で調理実習　予定献立�三色お
にぎり、きのこのみそ汁、ほうれん
草のごま和え、かつおの香味焼き
■対 ３歳児健診済みで就学前の子とその
保護者
■定 １０組程度（先着順）
■￥ １人４００円
■申 ７月２１日�～８月１９日�午前８時３０
分～午後５時１５分（��を除く）に市
保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

親子栄養スクール ▼

■時 ８月１８日�～１１月２４日�の毎週��
午後１時～３時（��を除く／全２７回）

■場 市スポーツセンター
■内 高齢者用トレーニング機器を使った
運動

■対 転倒や歩行に不安を感じていて、介
護保険の要支援・要介護認定を受け
ていない６５歳以上の人

■定 ８人程度（先着順）
■￥ １０００円
■申 ７月２１日�～２９日�午前８時３０分～
午後５時１５分（��を除く）に市保健
センター（�〈７６〉１１３３）へ

転ばぬ先の筋トレ教室 ▼

■時 期間・日時
■場 場所
■内 内容
■講 講師・指導
■対 対象・資格
■定 定員・募集人数

■￥ 費用・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■問 問い合わせ先

なお、■対 どなたでも、■定 特になし、
■￥ 無料の場合は記載を省略していま
す。

■時 ７月２８日�～８月３０日�午前９時～
午後４時３０分（�を除く）

■場 堀内公園展示棟
■内 「水・土・里」を題材に、子どもたち
が描いた絵画３０点と矢作川用水・明
治用水のパネル展示

■問 明治用水土地改良区総務課（�〈７６〉
４９２２）

農業用水展 ▼
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■時 ８月８日�午後２時
■内 “太平記”南北朝　矢作川と奥三河
■講 白井 伸  昂 氏（仏教文学会会員）

のぶ たか

■場 ■問 歴史博物館（�〈７７〉６６５５）

■時 ８月２日�午後１時
■内 和楽器（ 箏 

そう

、 三  絃 、尺八）の発表会
さん げん

■場 ■問 安祥閣（�〈７４〉３３３３）

邦楽どーこー会 ▼

　文化庁から借用した作品を展示。
■内 作品�洋画近藤大志「反射率３９％の
重複視－切り取られた空間（実像と
虚像の表と裏）」　展示期間�８月１５
日�～９月４日�、１０月１６日�～１１
月５日�、１２月１８日�～来年１月８
日�、２月２６日�～３月１９日�

　作品�版画山下哲郎「ＴＲＡＶＥＬ
　Ｈ１０－２」　展示期間�７月１５日
�～３１日�、９月５日�～２５日�、
１１月６日�～２６日�、来年１月９日
�～２９日�、３月２０日�～３１日�

　※休館日を除く。
■問 市民会館（�〈７５〉１１５１）

市民ギャラリーエントラン
スで美術作品展示

▼
▼

■時 ８月２４日�午前９時３０分～午後３時
３０分
■内 ぶどう狩り、チンゲン菜植え付け・
収穫体験など　集合場所�市役所西
駐車場
■対 小学生（１～３年生は保護者同伴）
■定 ４５人
■￥ １０００円（昼食代含む）
■持 帽子・水筒・タオル・ビニール袋・
レジャーシート・筆記用具・雨具
■申 ７月３１日�～８月２日�午前９時～
正午に電話で生涯学習まちづくり企
画人（�０９０〈９１２９〉９２２２）へ

　※定員を超えた場合は抽せん。
■問 農務課（�〈７１〉２２３３）

日本デンマーク
わくわく体験

▼
▼

■時 ■内 ■対 ■定 下表のとおり
※定員を超えた場合は８月２４日�に
公開代理抽せん。教室受講歴のない
人を優先。定員に満たない場合は、
追加募集あり。

■￥ 親子水泳�５６００円　その他�５３００円
■申 ８月１日�～２３日�午前１０時～午後
７時３０分に直接マーメイドパレスへ
※電話申し込み不可。

■問 マーメイドパレス（�〈９２〉７３５１）

定員対象とき講座名

２０組幼児とその親
（２人１組）

９月２０日�～１２月１３日�の毎週�
午後１時～１時５０分（全１０回）親子水泳

３０人幼児
（４歳以上）

９月９日�～１２月９日�の毎週�（９月２３日、
１１月４日を除く）午後４時～４時５０分（全１０回）幼児スイミング

各３５人小学
１～３年生

９月２０日�～１２月１３日�の毎週�
午後２時～２時５０分（全１０回）�

児童
スイミング ９月１１日�～１２月４日�の毎週�

午後４時～４時５０分（全１０回）�

各３０人１８歳以上の
女性

９月８日�～１２月１５日�の毎週�（１１月３日・
２４日を除く）午後１時～１時５０分（全１０回）�

ゆったり
スイム ９月１０日�～１２月１０日�の毎週�（９月２４日を

除く）午後１時～１時５０分（全１０回）�

９月８日�～１２月１５日�の毎週�（１１月３日・
２４日を除く）午前１１時～１１時５０分（全１０回）アクアビクス

※１０月１日�～１９日�はプールが使用できないため、各教室とも開催しません。

▼マーメイドパレスの水泳教室

歴史博物館連続講座
「三河の古典をたずねる⑤」

▼
▼
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下記の各浄化センターで開催します。
衣浦東部浄化センター（碧南市）　　　
■時 ８月７日�午後１時３０分～３時３０分
■対 小学生とその保護者
■定 ３０人程度（先着順）
■申 ７月２１日�～８月４日�（��を除
く）に同センター（�〈４８〉８２１０）へ
境川浄化センター（刈谷市）　　　　　
■時 ８月１７日�午前１０時～正午・午後２
時～４時
■対 小学生高学年・中学生とその保護者
■定 各４０人程度（先着順）
■持 筆記用具
■申 ７月２１日�～８月１４日�（��を除
く）に同センター（�〈２５〉１２９５）へ
矢作川浄化センター（西尾市）　　　　
■時 ８月２０日�・２１日�午前１０時～正午
■対 小学生とその保護者
■定 各３０人程度（先着順）
■申 ７月２１日�～８月１７日�（��を除
く）に同センター（�０５６３〈５９〉０７１１）
へ

親子下水道教室 ▼

　療育手帳を所持していない発達障害
の人でも利用できます。
■内 移動支援�屋外での移動が困難な場
合、ヘルパーが支援するサービス
　日中一時支援�日中、事業所を活動
の場とし、数時間見守りなどを受け
ることができるサービス
■対 発達障害（「自閉症」「アスペルガー症
候群」など）と診断されている人
■問 障害福祉課（�〈７１〉２２２５）

　５月分／受け付け順／敬称略
市社会福祉協議会　善意銀行／福祉基金
東端の老人、ボールセンター安城店、
共和ライフ�、野村君江、ふれあいダ
ンス、碧海信用金庫役職員一同、デン
ソーリマニ金城慶子、デンソーハート
フルクラブ平川信行、ネッツトヨタ東
海�安城店、アイシン企業年金基金、
デンハート、後藤貞子、若山良恵、安
城市赤十字奉仕団、匿名
市役所関係　　　　　　　　　　　　
中川弘幸、勝正治、中部電力�刈谷営
業所

福祉への善意
ありがとうございます

▼
▼

　今年度の国民健康保険税納税通知書
を７月１５日�に発送します。７月２２日
�を過ぎても届かない場合は、国保年
金課へご連絡ください。また、失業、
事業の廃業などの理由で、今年の所得
が昨年の所得の２分の１以下になると
思われる人は、国民健康保険税の一部
を減免できる場合があります。ただし、
世帯主と国保加入者の昨年の合計所得
が３００万円を超える場合は減免の対象
にはなりません。
■問 国保年金課（�〈７１〉２２３０）

■時 １０月５日�まで
■内 大規模小売店舗の名称・所在地など
店舗名称�ピアゴ東栄店／ピアゴ福
釜店・ユーホーム安城店
■場 ■問 県商業流通課（�０５２〈９５４〉６３３８）、
市商工課（�〈７１〉２２３５）

大規模小売店舗立地法に
係る届出書の縦覧

▼
▼

国民健康保険税納税通知書
の発送と減免

▼
▼

　今年度のアメリカ・ハンチントンビ
ーチ市とオーストラリア・ホブソンズ
ベイ市への学生派遣と、両市からの学
生受け入れは、新型インフルエンザの
影響により中止します。
■問 市民活動課（�〈７１〉２２１８）

姉妹都市学生派遣・
受け入れを中止

▼
▼

■時 植え付け�９
月５日�午前
９時３０分～１１
時３０分、収穫
�１１月２１日�
午前９時３０分
～１１時３０分

■場 アグリライフ支援センター（石井町）
■対 両日とも参加できる小学生以下の子
とその保護者
■定 ３０組（先着順）
■￥ １０００円
■持 帽子・水筒・軍手・雨具・作業ので
きる服装
■他 駐車場が少ないので、乗りあわせで
ご来場ください
■申 ７月２１日�～３１日�午前８時３０分～
午後５時１５分（��を除く）に同セン
ター（�〈９２〉６２００）へ

親子でジャガイモ
植え付け・収穫体験

▼
▼

　７月１日付け
で人権擁護委員
に鈴木 治  雄 氏

はる お

（篠目町）が委嘱
されました。任
期は３年です。
■問 市民課（�〈７１〉
２２２２）

人権擁護委員が決定 ▼

　この調査は、家計の実態を把握する
もので、消費や経済を分析する基礎資
料となります。
　７月中旬から、調査員が対象調査区
内すべての世帯を訪問し、８月中旬か
ら、調査対象世帯へ調査票の記入のお
願いに伺います。
■時 調査期間�９～１１月
■問 経営管理課（�〈７１〉２２０５）

全国消費実態調査に
ご協力を

▼
▼

発達障害の人への
支援サービス

▼
▼

　業者が「市役所からの依頼」と偽り、
排水管の点検や清掃をして、金銭を要
求するという事例が多発しています。
不審な訪問者や電話があったときは、
以下の①～③に注意しましょう。
①市が業者へ排水管の点検や清掃を依
頼することはありません
②排水が詰まるなどの不具合があった
ときは、安城市の排水設備工事指定
工事店へ相談してください
③その場で約束せず、会社名・氏名・
連絡先を確認し、市に問い合わせて
ください
■問 下水道管理課（�〈７１〉２２５８）

ご注意ください
「点検商法」

▼
▼

　安城選手権大会夏季水泳競技会練習
会のため、７月２８日�午前１０時～午後
４時は一般利用できません。
■問 ＮＰＯ法人安城市体育協会（�〈７５〉
５１８２）、市スポーツセンター（�〈７５〉
３５４５）

市スポーツセンタープール
の利用休止

▼
▼

広報あんじょう　2009.7.15�

　高齢者や障害者を中心とした、消費
者トラブル対応の講座です。
■内 講座�「多重債務と悪質商法の被害
未然防止について」、「高齢者を悪質
商法から守るために」、「若者を狙う
悪質商法」など　受講人数�１グル
ープ３０人程度　受講時間�９０分程度

■￥ 依頼団体により負担金あり
■申 希望日の２か月程度前までに電話で
西三河県民生活プラザ（�０５６４〈２７〉
０８００）へ
■問 商工課（�〈７１〉２２３５）

■時 期間・日時
■場 場所
■内 内容
■講 講師・指導
■対 対象・資格
■定 定員・募集人数

■￥ 費用・受講料など
■持 持ち物
■他 その他
■申 申し込み方法など
■問 問い合わせ先

なお、■対 どなたでも、■定 特になし、
■￥ 無料の場合は記載を省略していま
す。

　６月７日�に開催できなかった分の
振り替えです。
■時 ８月２３日�

■持 母子手帳
　※平成１９年５月生まれ以降の子につ
いては、１０月２５日�に行います。

■場 ■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

２歳児の歯科健診・
フッ化物（フッ素）塗布

▼
▼

対　　象受付時間

平成１８年１１・１２月生ま
れの子

午前９時
～９時４５分

平成１９年１・２月生ま
れの子

午前９時４５分
～１０時３０分

平成１９年３・４月生ま
れの子

午前１０時３０分
～１１時１５分

平成１８年５～１０月生ま
れで昨秋のフッ化物塗
布が未実施の子

午前１１時１５分
～１１時３０分

　小・中学校の講師登録（常勤・非常
勤）を受け付けています。登録をした
人の中から、必要に応じて講師を依頼
します。
■対 小・中学校の教員免許状のある人
■申 履歴書（顔写真付き）を持って学校教
育課（�〈７１〉２２５４）へ

小・中学校の講師 ▼

　高齢受給者証（白色）の有効期限は７
月３１日�です。更新の対象となる人に
は、７月下旬に新しい高齢受給者証
（肌色）を送付します。
■対 国民健康保険に加入している昭和１４
年７月１日以前に生まれた人
　※７月２日以降に７０歳になる人には、
誕生月の下旬（１日生まれの人は前
月）に送付します。
■他 医療機関で受診するときは、必ず保
険証と一緒に提示してください。
■問 国保年金課（�〈７１〉２２３０）

国民健康保険高齢受給者証
の更新

▼
▼

■内 職種�保健師または看護師　職務�
乳幼児健診・相談などの母子保健業
務　勤務時間�９月３日�からの�
～�午前８時３０分～午後５時　賃金
�時給１３００円、通勤割増１日２００円

■定 １人
■他 選考�８月７日�（面接）
■申 ７月２１日�～３１日�（��を除く）に
履歴書（顔写真付き）と保健師または
看護師免許証を持って市保健センタ
ー（�〈７６〉１１３３）へ

市保健センター臨時職員 ▼

　ヘルスメイト（食生活改善推進員）と
は、食生活を通じた健康づくりを広め
るボランティアのことです。
■時 ８月２６日�、９月１６日�、１０月１４日
�、１１月１２日�（全４回）

■場 南部公民館（１１月は市保健センター）
■内 栄養を中心とした講義と実習
■対 全４回すべてに出席でき、修了後ヘ
ルスメイトとして活動できる人

■定 ２０人（先着順）
■￥ １６００円
■申 ７月２１日�～８月１９日�（��を除
く）に市保健センター（�〈７６〉１１３３）へ

ヘルスメイト ▼ 消費生活講座希望団体 ▼

■時 ■場 下表のとおり

■問 市保健センター（�〈７６〉１１３３）

８月の献血日程 ▼

場所とき

�クサカ
（池浦町）

８月４日�午後１時
３０分～３時３０分

今村公園
（東栄町）

８月１３日�午前９時
４５分～午後３時３０分

市民演劇祭の出演団体�

■時 来年２月７日�（応募状況により２月６日�も開催）
■場 文化センター
■申 代表者の住所・氏名、団体名、電話・ファクス番号を記入し、８月１５日�
までに郵送・ファクスで市民会館（〒４４６－００４１桜町１８－２８／�〈７５〉１１５２）
へ


